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 3月 26日発売

3つの個性が組み合わさった
ハイブリッドマシン
3つのボディデザインを融合した独

特のスタイルを持つフルカウルミニ四

駆「ビークスティンガーG」がいよい

よその姿を現した。

走行性能に優れた

ARシャーシを採用し、

走りもバッチリ。ここでは

注目の新マシンを早速紹介しよう。

“キマイラ”とは、古くから伝わるギ

リシャ神話に登場するライオ

ンやヒツジ、ヘビなどの複数

の動物が組み合わさった怪物

の名前だ。新マシン「ビークスティン

ガーG」は、この怪物をヒントにして

フルカウルミニ四駆の名車・3台を組

み合わせたデザインに仕上がってい

るぞ。異なる要素が融合した、他に

はない存在感を放つ1台。その姿を

さまざまな角度から見てみよう。

異なる要素をくっつけただけではな

く、細部まで調整することで機能と

デザインを両立。その流れるようなフ

ォルムは走りにおいても有効だ。レッ

ドのスポークホイール＆ブラックロー

ハイトタイヤ、ボディフォルムを引き

締めるメタル調ステッカーなど、勝利

を見据えたマシン仕様。さぁ、クール

な走りでコースを駆け抜けよう!

3マシンが合体した
“キマイラ”ボディ

3つの個性を
見つけてみよう!

鋭い流線型フォルムで

クールな走りを目指せ!

Side View

Front View Rear View

大好評発売中の第 4

号はふろくにミニ四駆

ドレスアップステッ

カーが付属。最新号

の第5号は3月15日ご

ろ全国書店にて発売

予定だ。新マシンの活

やくをチェックしよう!

ここで紹介する個性的な3台のフルカウルマシンが、ビークスティンガーGで

合体しているのだ。どの部分に表現されているのか見くらべるのも面白いぞ。

レイスティンガー プレミアム
（スーパーII シャーシ）

 ビークスパイダー
プレミアム
（スーパーII シャーシ）

コロコロアニキを
要チェック!

13mm
プラローラー
（グレイ）

5本スポークホイール（レッド）

フロントバンパー

ボディキャッチ

26mmローハイトタイヤ（ブラック） リヤスキッドバー

リヤローラーステー

キャノピー

ほん
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 ブロッケン
ギガント
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星馬 豪

マグナムセイバー
プレミアム
Item:19431

スーパーIIシャーシ せい    ば     ごう　  

星馬 豪

ビクトリーマグナム
プレミアム

Item:19434

カーボンスーパーIIシャーシ せい    ば     ごう　  

星馬 烈

土方レイ 沖田カイ

星馬 豪

レイスティンガー
プレミアム

ビークスパイダー
プレミアム

サイクロンマグナム
プレミアム

ハリケーンソニック
プレミアム

Item:19438 Item:19439

Item:19440 Item:19441

せい    ば        ごう　  

星馬 豪
せい    ば        ごう　  

ひじ かた おき   た

せい    ば       れつ

カルロ

ディオスパーダ
プレミアム
Item:19443

ビートマグナム
プレミアム
Item:19444

星馬 烈

バスターソニック
プレミアム
Item:19445

せい    ば     れつ

クラッシャー
ジロー

レイスティンガー、ビークスパイダー、ブロッケ

ンギガントのデザインを融合させたキマイラマ

シン。その独特のフォルムが個性的な1台だ。

フルカウルミニ四駆第1弾マシン、星馬豪が使

用する「マグナムセイバー」プレミアムマシン。拡

張性の高いスーパーIIシャーシを採用。

サソリをイメージしたフロントカウルは取り外し

可能。スーパーIIシャーシはレッドカラーのEX

サイドステーとスタビヘッドを装備。

ドイツチームの「ミハエル」が愛用するマシ

ン。存在感あふれるガンメタルボディに輝くゴ

ールドのラインと唐草模様が迫力満点。

前に向かって鋭く伸びるスティンガーカウル、

サイドダクト、リヤのジェットエアロダクトなど

他にはない個性的なスタイルが魅力だ。

ボリューム感あふれるフロントフェンダー、前輪

を回り込むサイドガード、3段式リヤウイングに、

クモの巣をイメージしたカラーが特ちょう的。

独特な左右のフロントカウル、3段小型フラップ

つきの大型リヤウイングが目を引く星馬烈の3

代目マシン。シャーシは強度の高いARを採用。

スポーツカーをイメージした左右フェンダーを

曲線でつないだフロントカウル、アーチ型の大型

リヤウイングなど、個性的なイタリアンマシン。

大径タイヤ、空気抵抗の少ない大型リヤウイング

を採用した走りをアピールするハイスピードマシ

ン。コクピット横のサスペンションもポイントだ。

前後カウルを切りつめて小型化し、フロントに

サスペンション・ユニットを再現したスリムな

スタイルが特ちょうのプレミアムマシン。

星馬豪の3代目マシン。前後カウルを小型化し

大型リヤウイングを装備。レースで人気のARシ

ャーシを採用し、さらなる速さを追求した。

星馬豪の兄、星馬烈の「ソニックセイバー」もプ

レミアム化。豪のマシンとは異なる赤×白×緑

のカラーリングが特ちょう的だ。

炎のグラフィックやリヤウイングのカーボンパタ

ーンなど凄みのあるボディに赤いスーパーIIシ

ャーシをセット。鷹羽リョウのマシン。

星馬豪の2代目マシン。剛性と拡張性の高いカ

ーボンファイバー配合ナイロン樹脂製シャーシ

と強化ホイールで走行性能をさらにアップ。

星馬烈の2代目マシン。カーボンファイバー配

合ナイロン樹脂製シャーシ、強化ホイールを採

用し、走りをいっそう進化させた1台だ。

豪の「マグナム」の名を引き継ぐフルカウル最

新マシンは、究極を現す「Z」の名をつけた1

台。2つのボディスタイルが楽しめる。

ビークスティンガーG
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ARシャーシ 星馬 烈

「爆走兄弟レッツ＆ゴー!!Return Racers!!」に

登場。ソニックを継承したエッジの効いたフォル

ムに加え、2つのデザインが楽しめるぞ。
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 Z ウイングマグナム
Item:19442
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バンガードソニック
プレミアム
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星馬 烈

ソニックセイバー
プレミアム
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鷹羽リョウ

トライダガーX
プレミアム

Item:19433

たか    ば     

フルカウルミニ四駆

今から22年前の1994年に「コロコロコミック」で連載が始まった大人気ミニ四駆マンガ「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」。ミニ四駆好きの兄弟、星馬

豪と星馬烈が登場し様々なストーリーが繰り広げられた。現在、当時のマンガに登場した様々な人気マシンを性能アップさせたプレミアムマシンが

ラインナップしているだけでなく、新ストーリーに登場するマシンも発売されているぞ。時を超えたマシンでレースできるのもミニ四駆の楽しさだ。

セレクション

  よん                  く

©こしたてつひろ／小学館・ShoPro

星馬豪

星馬烈
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ホワァン

シャイニングスコーピオン
プレミアム
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スーパーIIシャーシ スーパーIIシャーシ スーパーIIシャーシ スーパーIIシャーシミハエル

ベルクカイザー
プレミアム
Item:19437
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